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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】半田付けを行わなくても同軸ケーブルと確実に
電気接続できる同軸ケーブル用小型コネクタを提供する
。
【解決手段】胴部１１と、固定座１３と、ケーブルカバ
ー１５とを具備するカバー部材１０と、カバー部材１０
における収容空間１１０に設置され、台座２１と、台座
２１の外側に形成されると共に、折り曲げられて収容室
２２をカバー可能な弾性を有する絶縁圧着部材２３とを
具備する絶縁本体２０と、導体接触板３１と、導体接触
板３１における対向する両側から下方に向かって延設さ
れる電気接触アーム３１とを有する。絶縁本体２０に設
置され端子３０を備える。
【選択図】図１
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　収容空間（１１０）を有する胴部（１１）と、該胴部（１１）から外側へ向かって延設
されると共に、ケーブル収容溝（１３１）を有する固定座（１３）と、該胴部（１１）か
ら外側へ向かって延設されると共に、該固定座（１３）へ折り曲げられて収容空間（１１
０）とケーブル収容溝（１３１）をカバー可能なケーブルカバー（１５）とを具備するカ
バー部材（１０）と、
　前記カバー部材（１０）における収容空間（１１０）に設置され、収容室（２２）を有
する台座（２１）と、該台座（２１）の外側に形成されると共に、折り曲げられた前記ケ
ーブルカバー（１５）により押圧され、該収容室（２２）を被覆可能な弾性を有する絶縁
圧着部材（２３）とを具備する絶縁本体（２０）と、
　導体接触板（３１）と、該導体接触板（３１）において、対向する両側から下方に向か
って延設される電気接触アーム（３１）とを有すると共に、該絶縁本体（２０）における
収容室（２２）に設置される端子（３０）と、を備えることを特徴とする同軸ケーブル用
小型コネクタ。
【請求項２】
　前記カバー部材（１０）におけるケーブルカバー（１５）は、胴部（１１）から上方に
向かって延設され、
　前記絶縁本体（２０）における絶縁圧着部材（２３）は、前記ケーブルカバー（１５）
の内側面に貼着されることを特徴とする請求項１に記載の同軸ケーブル用小型コネクタ。
【請求項３】
　前記絶縁圧着部材（２３）は、前記カバー部材（１０）における収容空間（１１０）に
設置されるまでは、前記台座（２１）の側部から横方向に向かって突出することを特徴と
する請求項２に記載の同軸ケーブル用小型コネクタ。
【請求項４】
　前記絶縁本体（２０）における台座（２１）に、前記収容室（２２）と連通する切欠溝
（２２１）が形成され、
　前記端子（３０）における導体接触板（３１）の周縁に、その周縁から上方に向かって
前記切欠溝（２２１）に位置する２つの挟装部（３３）が延設され、該２つの挟装部（３
３）の間にスリット（３４）が形成されることを特徴とする請求項３に記載の同軸ケーブ
ル用小型コネクタ。
【請求項５】
　前記絶縁本体（２０）の台座（２１）における、収容室（２２）の絶縁圧着部材（２３
）に隣接する位置に挿入溝（２２０）が形成され、
　前記端子（３０）における導体接触板（３１）に挿設部（３５）が形成され、該挿設部
（３５）の両側に、前記挿入溝（２２０）における内側面に係着される尖端部が形成され
ることを特徴とする請求項４に記載の同軸ケーブル用小型コネクタ。
【請求項６】
　前記絶縁本体（２０）の台座（２１）の収容室（２２）の両側上部における、前記絶縁
圧着部材（２３）に隣接する位置に夫々ガイド斜面（２２３）が形成されることを特徴と
する請求項１乃至５のいずれか１項に記載の同軸ケーブル用小型コネクタ。
【請求項７】
　前記絶縁本体（２０）の台座（２１）における、絶縁圧着部材（２３）と対向する側に
、外側に向かって延設される収容溝（２５１）を有する支持部（２５）が設けられ、該収
容溝（２５１）における両側上部に夫々ガイド傾斜面（２５３）が形成されることを特徴
とする請求項６に記載の同軸ケーブル用小型コネクタ。
【請求項８】
　前記絶縁本体（２０）における絶縁圧着部材（２３）の内側面に少なくとも１つの滑り
止めリブ（２３５）が形成されることを特徴とする請求項７に記載の同軸ケーブル用小型
コネクタ。
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【請求項９】
　前記ケーブルカバー（１５）の内側面における、前記絶縁圧着部材（２３）と対応する
位置にエンボス部（１５１）が形成されることを特徴とする請求項８に記載の同軸ケーブ
ル用小型コネクタ。
【請求項１０】
　前記カバー部材（１０）における胴部（１１）の側壁に２つの位置決め溝（１１６）が
形成され、
　前記絶縁本体（２０）における台座（２１）の両側に、横方向に向かって前記位置決め
溝（１１６）に設置される位置決め部（２６）が延設されることを特徴とする請求項９に
記載の同軸ケーブル用小型コネクタ。
【請求項１１】
　前記ケーブルカバー（１５）の末端から少なくとも一対の挟持部（１６１）（１６２）
が延設されることを特徴とする請求項１０に記載の同軸ケーブル用小型コネクタ。
【請求項１２】
　前記端子（３０）における導体接触板（３１）に導体位置合わせ穴（３１１）が形成さ
れることを特徴とする請求項１１に記載の同軸ケーブル用小型コネクタ。
【請求項１３】
　前記台座（２１）における各位置決め部（２６）は、対応する位置決め溝（１１６）と
係合することを特徴とする請求項１２に記載の同軸ケーブル用小型コネクタ。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、特に半田付けを行わずに同軸ケーブルとの電気接続することができる同軸ケ
ーブル用コネクタに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来の同軸ケーブル用コネクタは、同軸ケーブルと接続するためのものであり、収容空
間と、ケーブルカバーとを有し、Ｌ字形を呈する金属カバーと、金属カバーにおける収容
空間内に設置される絶縁部材と、絶縁部材に設置され、同軸ケーブルの中心導体と半田付
けするための半田付け部凹部を有する端子とを備えるものである。
　従来の同軸ケーブル用コネクタを組み立てる時には、先ず絶縁部材と端子とを金属カバ
ー内に設置し、次に金属カバーにおけるケーブルカバーを折り曲げて絶縁部材と端子をカ
バーし、半田付けを行って同軸ケーブルの末端にある中心導体を金属カバー内に固定させ
る。
　しかしながら、上記半田付け作業を行う時には、凸レンズ用いて、肉眼により検査をし
なくてはならないことから、作業上非常に時間がかかってしまうので、生産効率が悪かっ
た。
【０００３】
　この問題に鑑み、その後、米国特許第５、２６３、８７７号において改良された同軸ケ
ーブルコネクタが案出された。この同軸ケーブルコネクタは、同軸ケーブルと接続可能な
ものであり、金属カバーと、該金属カバー内に設置される絶縁部材及び端子を備え、該金
属カバーにおけるケーブルカバーの内側面に圧着部材が固設され、該ケーブルカバーを折
り曲げると、ケーブルカバーにより圧着部材が押圧され、中心導体と端子を圧着するので
、同軸ケーブルと端子とを互いに電気接続させ、信号伝送が可能となる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】米国特許第５、２６３、８７７号
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
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【０００５】
　しかしながら、前記従来の同軸ケーブルコネクタは、圧着部材が金属カバーにおけるケ
ーブルカバーに位置することから、折り曲げられたケーブルカバーにより押圧された時、
中心導体と端子とを確実に圧着することができなく、中心導体と端子との電気接続が確実
になされないので、安定的に信号を伝送することができないといった問題があった。
【０００６】
　更に、同軸ケーブルコネクタは、その他にも数多く開発されたが、その殆どが、半田付
けまたは圧着手段により中心導体を固定させるものであるので、前記従来の同軸ケーブル
コネクタと同様、生産効率が悪いという欠点や、信号を安定的に伝送できないといった欠
点があった。
【０００７】
　そこで、案出されたのが本考案であって、半田付けを行わなくても同軸ケーブルと確実
に電気接続でき、それにより、信号の伝送効率や伝送の安定性を向上させることができる
同軸ケーブル用小型コネクタを提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本願の請求項１の考案は、収容空間（１１０）を有する胴部（１１）と、該胴部（１１
）から外側へ向かって延設されると共に、ケーブル収容溝（１３１）を有する固定座（１
３）と、該胴部（１１）から外側へ向かって延設されると共に、該固定座（１３）へ折り
曲げられて収容空間（１１０）とケーブル収容溝（１３１）をカバー可能なケーブルカバ
ー（１５）とを具備するカバー部材（１０）と、
　前記カバー部材（１０）における収容空間（１１０）に設置され、収容室（２２）を有
する台座（２１）と、該台座（２１）の外側に形成されると共に、折り曲げられた前記ケ
ーブルカバー（１５）により押圧され、該収容室（２２）を被覆可能な弾性を有する絶縁
圧着部材（２３）とを具備する絶縁本体（２０）と、
　導体接触板（３１）と、該導体接触板（３１）において、対向する両側から下方に向か
って延設される電気接触アーム（３１）とを有すると共に、該絶縁本体（２０）における
収容室（２２）に設置される端子（３０）と、を備えることを特徴とする同軸ケーブル用
小型コネクタ、を提供する。
【０００９】
　本願の請求項２の考案は、前記カバー部材（１０）におけるケーブルカバー（１５）は
、胴部（１１）から上方に向かって延設され、
　前記絶縁本体（２０）における絶縁圧着部材（２３）は、前記ケーブルカバー（１５）
の内側面に貼着されることを特徴とする請求項１に記載の同軸ケーブル用小型コネクタ、
を提供する。
【００１０】
　本願の請求項３の考案は、前記絶縁圧着部材（２３）は、前記カバー部材（１０）にお
ける収容空間（１１０）に設置されるまでは、前記台座（２１）の側部から横方向に向か
って突出することを特徴とする請求項２に記載の同軸ケーブル用小型コネクタ、を提供す
る。
【００１１】
　本願の請求項４の考案は、前記絶縁本体（２０）における台座（２１）に、前記収容室
（２２）と連通する切欠溝（２２１）が形成され、
　前記端子（３０）における導体接触板（３１）の周縁に、その周縁から上方に向かって
前記切欠溝（２２１）に位置する２つの挟装部（３３）が延設され、該２つの挟装部（３
３）の間にスリット（３４）が形成されることを特徴とする請求項３に記載の同軸ケーブ
ル用小型コネクタ、を提供する。
【００１２】
　本願の請求項５の考案は、前記絶縁本体（２０）の台座（２１）における、収容室（２
２）の絶縁圧着部材（２３）に隣接する位置に挿入溝（２２０）が形成され、
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　前記端子（３０）における導体接触板（３１）に挿設部（３５）が形成され、該挿設部
（３５）の両側に、前記挿入溝（２２０）における内側面に係着される尖端部が形成され
ることを特徴とする請求項４に記載の同軸ケーブル用小型コネクタ、を提供する。
【００１３】
　本願の請求項６の考案は、前記絶縁本体（２０）の台座（２１）の収容室（２２）の両
側上部における、前記絶縁圧着部材（２３）に隣接する位置に夫々ガイド斜面（２２３）
が形成されることを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載の同軸ケーブル用小
型コネクタ、を提供する。
【００１４】
　本願の請求項７の考案は、前記絶縁本体（２０）の台座（２１）における、絶縁圧着部
材（２３）と対向する側に、外側に向かって延設される収容溝（２５１）を有する支持部
（２５）が設けられ、該収容溝（２５１）における両側上部に夫々ガイド傾斜面（２５３
）が形成されることを特徴とする請求項６に記載の同軸ケーブル用小型コネクタ、を提供
する。
【００１５】
　本願の請求項８の考案は、前記絶縁本体（２０）における絶縁圧着部材（２３）の内側
面に少なくとも１つの滑り止めリブ（２３５）が形成されることを特徴とする請求項７に
記載の同軸ケーブル用小型コネクタ、を提供する。
【００１６】
　本願の請求項９の考案は、前記ケーブルカバー（１５）の内側面における、前記絶縁圧
着部材（２３）と対応する位置にエンボス部（１５１）が形成されることを特徴とする請
求項８に記載の同軸ケーブル用小型コネクタ、を提供する。
【００１７】
　本願の請求項１０の考案は、前記カバー部材（１０）における胴部（１１）の側壁に２
つの位置決め溝（１１６）が形成され、
　前記絶縁本体（２０）における台座（２１）の両側に、横方向に向かって前記位置決め
溝（１１６）に設置される位置決め部（２６）が延設されることを特徴とする請求項９に
記載の同軸ケーブル用小型コネクタ、を提供する。
【００１８】
　本願の請求項１１の考案は、前記ケーブルカバー（１５）の末端から少なくとも一対の
挟持部（１６１）（１６２）が延設されることを特徴とする請求項１０に記載の同軸ケー
ブル用小型コネクタ、を提供する。
【００１９】
　本願の請求項１２の考案は、前記端子（３０）における導体接触板（３１）に導体位置
合わせ穴（３１１）が形成されることを特徴とする請求項１１に記載の同軸ケーブル用小
型コネクタ、を提供する。
【００２０】
　本願の請求項１３の考案は、前記台座（２１）における各位置決め部（２６）は、対応
する位置決め溝（１１６）と係合することを特徴とする請求項１２に記載の同軸ケーブル
用小型コネクタ、を提供する。
【考案の効果】
【００２１】
　本考案は上記の課題を解決するものであり、同軸ケーブルを本考案に係る同軸ケーブル
用小型コネクタに接続するとき、同軸ケーブルの中心導体が導体接触板に設置されると共
に、端子と一緒に絶縁本体における収容室に設置されてケーブルカバーが折り曲げられ、
ケーブルカバーにより押圧して絶縁圧着部材を折り曲げ、中心導体を圧着して端子に固定
する。これによれば、絶縁本体に形成された絶縁圧着部材により中心導体を確実に圧着し
、中心導体が端子における導線接触板と確実に電気接続できることから、端子により信号
を安定的に伝送できる。また、絶縁圧着部材は弾性を有することから、折り曲げられても
容易に切れることはないため、絶縁圧着部材が台座から脱落して中心導体と導線接触板と
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の接続が緩んでしまうことを防ぐことができると共に、絶縁本体にはガイド斜面が形成さ
れるので、絶縁圧着部材を収容室に偏ることなく押圧進入させることができ、絶縁本体に
形成されたガイド斜面により、同軸ケーブルの外部導体の、支持部における収容溝への設
置を案内できる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本考案に係る同軸ケーブル用小型コネクタと同軸ケーブルの分解斜視図である。
【図２】本考案に係る同軸ケーブル用小型コネクタおける端子に同軸ケーブルが取り付け
られた状態を示す斜視図である。
【図３】本考案に係る同軸ケーブル用小型コネクタにおいて、同軸ケーブルが取り付けら
れ、ケーブルカバーが折り曲げられていない実施状態を示す斜視図である。
【図４】図３に示す同軸ケーブル用小型コネクタの平面図である。
【図５】図３に示す同軸ケーブル用小型コネクタの側面断面図である。
【図６】図５に示す同軸ケーブル用小型コネクタにおいて、ケーブルカバーが折り曲げら
れた実施状態を示す側面断面図である。
【図７】図６に示す同軸ケーブル用小型コネクタの斜視図である。
【考案を実施するための形態】
【００２３】
　以下、添付図面を参照して本考案の好適な実施の形態を詳細に説明する。尚、下記実施
例は、本考案の好適な実施の形態を示したものにすぎず、本考案の技術的範囲は、下記実
施例そのものに何ら限定されるものではない。
【００２４】
　図１は本考案に係る同軸ケーブル用小型コネクタと同軸ケーブルの分解斜視図であり、
図２は本考案に係る同軸ケーブル用小型コネクタおける端子に同軸ケーブルが取り付けら
れた状態を示す斜視図であり、図３は本考案に係る同軸ケーブル用小型コネクタにおいて
、同軸ケーブルが取り付けられ、ケーブルカバーが折り曲げられていない実施状態を示す
斜視図であり、図４は図３に示す同軸ケーブル用小型コネクタの平面図であり、図５は図
３に示す同軸ケーブル用小型コネクタの側面断面図であり、図６は図５に示す同軸ケーブ
ル用小型コネクタにおいて、ケーブルカバーが折り曲げられた実施状態を示す側面断面図
であり、図７は図６に示す同軸ケーブル用小型コネクタの斜視図である。
【００２５】
　図１乃至図３に示すように、本考案に係る同軸ケーブル用小型コネクタは、中心導体（
４１）と、該中心導体（４１）の周囲に順に被覆される内絶縁体（４２）と、外部導体（
４３）と、絶縁外皮（４４）とからなる同軸ケーブル（４０）と接続するためのものであ
る。
【００２６】
　本考案に係る同軸ケーブル用小型コネクタは、カバー部材（１０）と、絶縁本体（２０
）と、端子（３０）とを備え、
　その内、カバー部材（１０）は金属からなり、胴部（１１）と、固定座（１３）と、ケ
ーブルカバー（１５）とを含み、
　前記胴部（１１）には、他方のコネクタ（図示せず）を収容するための開口（１１１）
を有する収容空間（１１０）が穿設されると共に、側壁に位置決め溝（１１６）が形成さ
れ、
　前記固定座（１３）は、前記胴部（１１）から外側へ向かって延設されると共に、同軸
ケーブル（４０）の絶縁外皮（４４）を収容するためのケーブル収容溝（１３１）を備え
、
　前記ケーブルカバー（１５）は、前記胴部（１１）から外側へ向かって延設されると共
に、前記固定座（１３）へ折り曲げられて収容空間（１１０）とケーブル収容溝（１３１
）をカバー可能とするものであり、末端から少なくとも一対の挟持部（１６１）（１６２
）が延設され、該挟持部（１６１）（１６２）を同軸ケーブル（４０）へ倒して挟持部（
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１６１）（１６２）により同軸ケーブル（４０）を挟持し、また、内側にはエンボス部（
１５１）が形成される。尚、ケーブルカバー（１５）は胴部（１１）から上方に向かって
延設されることが好ましい。
【００２７】
　前記絶縁本体（２０）は、前記カバー部材（１０）における収容空間（１１０）に設置
され、台座（２１）と、絶縁圧着部材（２３）と、支持部（２５）とを具備し、該台座（
２１）には、収容室（２２）が穿設されると共に、該台座（２１）の両側に、横方向へ向
かって前記位置決め溝（１１６）に設置される位置決め部（２６）が延設され、該位置決
め部（２６）は、略不規則な形状を呈し、対応する位置決め溝（１１６）に係合される。
尚、位置決め部（２６）は、斜面を有する梯形を呈することが好ましい。
　図４乃至図７に示すように、絶縁圧着部材（２３）は弾性を有すると共に、台座（２１
）の側部から横方向へ向かって突出するように形成され、台座（２１）が収容空間（１１
０）に設置されると、絶縁圧着部材（２３）がエンボス部（１５１）により押圧可能にケ
ーブルカバー（１５）の内側面に貼着され、ケーブルカバー（１５）が折り曲げられると
きには、絶縁圧着部材（２３）がケーブルカバー（１５）により押圧されて前記収容室（
２２）をカバーする。また、前記絶縁圧着部材（２３）の中心導体（４１）に対する滑り
を防ぐため、絶縁圧着部材（２３）の内側面に少なくとも１つの滑り止めリブ（２３５）
が形成される。
　更に、前記支持部（２５）は、前記台座（２１）における、絶縁圧着部材（２３）と反
対する側から外側に向かって延設されると共に、該支持部（２５）に同軸ケーブル（４０
）の外部導体（４３）を収容するための収容溝（２５１）が形成され、該収容溝（２５１
）における両側上部に夫々ガイド傾斜面（２５３）が形成される。
【００２８】
　また、前記台座（２１）には、収容室（２２）と連通する切欠溝（２２１）が形成され
ると共に、収容室（２２）における、前記絶縁圧着部材（２３）と隣接する位置に挿入溝
（２２０）が形成され、更に、該収容室（２２）の両側上部における、絶縁圧着部材（２
３）と隣接する位置に夫々ガイド斜面（２２３）が形成される。
【００２９】
　又、前記端子（３０）は、前記絶縁本体（２０）における収容室（２２）に設置される
と共に、導体位置合わせ穴（３１１）が形成される導体接触板（３１）を有するので、作
業員は、容易に同軸ケーブル（４０）の中心導体（４１）を該導体位置合わせ穴（３１１
）に位置合わせすることができる。また、前記導体接触板（３１）における対向する両側
から下方へ向かって相手方のコネクタの端子と電気接触するための電気接触アーム（３２
）が延設されると共に、導体接触板（３１）の周縁から上方に向かって前記切欠溝（２２
１）に位置する２つの挟装部（３３）が形成され、該２つの挟装部（３３）の間に同軸ケ
ーブル（４０）の中心導体（４１）を収容するスリット（３４）が形成されるので、該挟
装部（３３）からの中心導体（４１）の脱落を防ぐことができる。更に、前記導体接触板
（３１）に挿設部（３５）が形成され、該挿設部（３５）の両側には、前記挿入溝（２２
０）の内側面に係着される尖端部が形成される。
【００３０】
　上記の構成によれば、同軸ケーブル（４０）を本考案に係る同軸ケーブル用小型コネク
タに接続するとき、中心導体（４１）は、導体接触板（３１）に設置されると共に、端子
（３０）と一緒に絶縁本体（２０）における収容室（２２）に設置され、更にケーブルカ
バー（１５）が折り曲げられ、それによる押圧で絶縁圧着部材（２３）が折り曲げられ、
中心導体（４１）が圧着されて端子（３０）にしっかりと固定される。
【産業上の利用可能性】
【００３１】
　本考案は上記の構成を有するので、絶縁本体に形成された絶縁圧着部材により中心導体
と端子とを強固に圧着でき、中心導体が端子における導線接触板と確実に電気接続される
ことから、端子により信号を安定的に伝送できる。また、絶縁圧着部材は弾性を有するこ



(8) JP 3154214 U 2009.10.8

10

20

30

40

とから、折り曲げられても簡単に切れることはないので、絶縁圧着部材が台座から脱落す
ることによる中心導体と導線接触板との接続の緩みを防ぐことができる。更に、絶縁本体
にはガイド斜面が形成されるので、絶縁圧着部材を収容室に偏ることなく押圧して進入さ
せることができると共に、絶縁本体に形成されたガイド斜面により同軸ケーブルの外部導
体の支持部における収容溝への設置を案内することができる。
【符号の説明】
【００３２】
　１０　　　　カバー部材
　１１　　　　胴部
　１１０　　　収容空間
　１１１　　　開口
　１１６　　　位置決め溝
　１３　　　　固定座
　１３１　　　ケーブル収容溝
　１５　　　　ケーブルカバー
　１５１　　　エンボス部
　１６１、１６２　挟持部
　２０　　　　絶縁本体
　２１　　　　台座
　２２　　　　収容室
　２２０　　　挿入溝
　２２１　　　切欠溝
　２２３　　　ガイド斜面
　２３　　　　絶縁圧着部
　２３５　　　滑り止めリブ
　２５　　　　支持部
　２５１　　　収容溝
　２５３　　　ガイド傾斜面
　２６　　　　位置決め部
　３０　　　　端子
　３１　　　　導体接触板
　３１１　　　導体位置合わせ穴
　３２　　　　電気接触アーム
　３３　　　　挟装部
　３４　　　　スリット
　４０　　　　同軸ケーブル
　４１　　　　中心導体
　４２　　　　内絶縁体
　４３　　　　外部導体
　４４　　　　絶縁外皮
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